
短期研修の概要
内 容：２泊３日程度の定置網漁業体験
受付期間：随時募集
日 程：令和３年３月～令和３年６月の間で

研修希望者と相談の上決定
場 所：三重県南牟婁郡紀宝町（鵜殿港）
参 加 費：無料（現地までの交通費等は参加者負担）
要 件：就業意欲のある40歳未満の方など
問 合 せ：三重水産協議会 TEL：059-228-6670

MAIL：okuda-k@miegyoren.or.jp
詳細は募集案内をご覧下さい。「紀南漁師塾」でネット検索!!

定置網”阿田和大敷“
漁場は熊野灘に面し、県内でも有数の水揚量を誇ります
将来を担う漁業者を探すため短期研修を開催します
本気で漁師になりたい方、まずは体験に来てください‼

阿田和大敷

三重県



採用予定人数：２名
勤務時間：5:00～14:00（季節により変動あり）
休日休暇：土曜日・年末年始・お盆（有給休暇あり）
月 給：初任給195,000円
賞 与：あり（年間水揚高2億円以上の場合）
昇 給：11月（採用後5年は上乗せ昇給：平均1万円）
福利厚生：社会保険、特退金加入
そ の 他：1日の水揚高100万円以上の時、歩合手当支給
コメント
・海に培われ、海に生きる者の職場
・日給月給制の採用、社会保険の加入、定休日制の採用などを
業界内でいち早く取り入れ、福利厚生を重視

・未経験者・UIJターン者歓迎
・港のすぐ近くに市街地あり。スーパーや学校、病院などの施設あり
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阿田和大敷採用情報

初日
14:00 開講式
15:00 地区散策
15:30 終了

２～3日目
5:00 出港
5:30 網上げ
7:30 帰港・水揚げ
9:30 朝食（小休憩）
10:00 陸での作業
12:00 昼食
13:00 陸での作業
14:00 終了

最終日
5:00 出港
5:30 網上げ
7:30 帰港・水揚げ
9:30 朝食（小休憩）
10:00 閉講式・座談会
12:00 解散
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研修日程（例）

今年度の短期研修は新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、
研修生の希望に合わせて研修日程を決定します。
興味のある方は、気軽にお問い合わせください。
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研修生の希望に合わせて研修日程を決定します。
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事業者名：阿田和大敷漁業生産組合

（通称：阿田和大敷）

漁業種類：定置網漁業

漁船隻数：4隻

定置網数：2ヶ統（2漁場）

乗組員数：12名

年間水揚金額：

令和2年 1億4705万円

平成31年 1億3,514万円

平成30年 2億3,745万円

主な漁獲魚種：

ブリ類、アジ類、カツオ類、

サワラ類など

拠点港：鵜殿港
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会社概要



令和３年度 紀南漁師塾短期研修 参加募集案内 
目的 
三重県南部に位置する紀南地域は、熊野灘の豊かな漁場に面しており、主に定置網漁業

が盛んに行われています。この紀南地域は年間を通して温暖な気候であり、定置網漁業に

は多くの若者が従事しています。 
今回、紀南地域の定置網漁業を共に担う元気な漁業者候補を探すため、地域の魅力ある

漁業体験をしていただく漁業短期研修を開催します。 
 
内容 
 紀南地域において、２泊３日程度の漁業短期研修を行います。 
【体験内容】：定置網漁業、その他 
【研修拠点】：南牟婁郡紀宝町(鵜殿港)周辺 ※漁場は御浜町阿田和沖となります。 

【宿泊場所】：紀宝町内宿泊施設（主催者側で指定） 
【対 象 者】：漁業に興味があり、就業意欲のある４０歳未満かつ、 

（公財）三重県農林水産支援センターの就業促進研修事業(短期研修)申込（別

紙様式２）に同意される方。 
 ※未成年の方は親権者の同意が必要となります。 

【開催日程】：令和３年３月～令和３年６月 
【受付期間】：令和３年３月～令和３年６月 
【申込方法】：郵送により、別紙参加申込書（様式１）及び就業促進研修事業(短期研修)申

込書（様式２）を事務局あて送付ください。 
      申込後、受入れが決定しましたら、ご連絡します。 
【参 加 費】：無料（ただし、現地までの往復交通費及び研修期間中の食事代等（まかないは除

く）は自己負担） 
【宿 泊 費】：開催日程中の宿泊費は、主催者側で負担 
【選 考】：申込書到着後に主催者側で選考 
【傷害保険】：選考後、指定の傷害保険に加入（保険料は主催者側で負担） 
【主 催】：紀南漁師塾（紀南漁業協同組合）  
 
 
 
 
スケジュール 
 
 
 
 

＜問い合わせ、申込先＞ 
【紀南漁師塾短期研修事務局】 
三重水産協議会水産振興室（担当：奥田） 
〒514-0006  
三重県津市広明町 323-1 
TEL：059-228-6670 FAX：059-225-3117 
E-mail：okuda-k@miegyoren.or.jp 

※この短期研修は、 
観光の漁業体験ではなく、

就業意欲のある方に当地域

の漁業を体験してもらうた

めに開催するものです。 



研修日程 
今年度の短期研修は新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、随時、研修生を募集

し、研修生の希望に合わせて研修プログラムを決定します。 
（例） 

初日 
14:00～15:00 開講式・オリエンテーション 
15:00～ 地区散策・宿舎移動 

２～３日目 5:00～14:00 定置網漁業体験 

最終日 
5:00～9:30 定置網漁業体験 
10:00～12:00 閉講式・座談会 
12:00 解散 

 
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 
開催前の対策として、次の項目など適切な感染防止対策を講じますので、ご協力ください。 
 
・県外にお住まいの方は、当該都道府県の移動に関する方針に十分留意し、対応していた

だくようお願いします。 
・感染者が多数発生しているエリアにお住まいの方は、参加について今一度検討いただき、

控えていただくようお願いします。 
・海外への訪問歴が 14 日以内にある方は参加できません。 
・発熱等の症状がある方は参加できません。 
・高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただ

くようお願いします。 
・スマートフォンを活用した「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の活用を

お願いします。 
・感染が発生した場合、保健所などの聞き取りにご協力ください。  
・感染状況の動向によっては短期研修を中止とする場合があります。 

 
  



（様式１） 

令和３年度 紀南漁師塾短期研修 
参加申込書 

 

申込日：令和  年  月  日 
ふりがな  

氏 名  

生年月日 昭和 
平成 

 年  月  日 
年

齢  歳 
性

別  

ふりがな  

住 所 
（〒         ） 
 

ＴＥＬ  
日中連絡が

つく番号  

ＦＡＸ  Ｅメール  

職 業  
過去の漁業体験又は

漁業経験実績の有無 有  無 

身長･体重     ｃｍ    ｋｇ 
※漁業体験時に必要な貸与物品(ライフジ

ャケット等)のサイズの参考にします。 
足の大きさ     ｃｍ 

研修 

希望日 

希望① 

 

希望② 

 

希望③ 

備 考  

 
 
  

＜申込先＞ 
【紀南漁師塾短期研修事務局】 
三重水産協議会水産振興室 （担当：奥田） 
〒514-0006 三重県津市広明町 323-1 
TEL:059-228-6670 FAX:059-225-3117 
Ｅ-mail: okuda-k@miegyoren.or.jp 

印 



（様式２） 

令和３年度就業促進研修事業（短期研修）申込書 

 

令和  年  月  日 

 

阿田和大敷漁業生産組合 

組合長理事 古川 正和 様 

（紀南漁師塾 代表） 

 

（短期研修生） 

（フリガナ） 

氏 名               ㊞ 

生年月日 S・H  年  月  日生 

住 所 

（電話番号） 

 

就業促進研修事業（短期研修）について、下記のとおり確約し参加を申し込みます。 

 

１ 参加希望部門 

  紀南漁師塾短期研修 

２ 参加申し込み理由（できるだけ具体的に書いて下さい。） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 三重県での農林漁業者を志し、情熱を持って研修に励み、研修受入経営体の指示を守り、周囲と協調

し、いかなる場合においても研修受入経営体並びに関係者に迷惑をかけません。 


